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続きから読む

「 ビットコイン 」など 仮想通貨 の急激
な値上がりを受け、国税当局は多額の売却
益を得た投資家らの調査を始めた。数千万
〜数億円の利益を得た投資家らをリストア
ップ。２０１８年の 確定申告 に向け、取
引記録や資産状況をデータベースにまと
め、税逃れを防ぐ考えだ。 仮想通貨 をめ
ぐる本格的な情報収集への着⼿は、初めて
とみられる。

ビットコイン価格と時価総額

仮想通貨の利益、税⾦ご注意

国税庁

ビットコイン、２００万円超え

時価総額、⼀時３０兆円

仮想通貨 を物品やサービスへの⽀払い⼿段として初めて認める法律が国内で施⾏され
るなど、１７年は「 仮想通貨 元年」と呼ばれた。 時価総額 １位の ビットコイン は、１
⽉の１ ビットコイン ＝１０万円前後から１２⽉は⼀時２００万円台に、２位のリップル
は年初の２００倍以上に⾼騰。１億円以上を稼いだ投資家を指す「億（おく）り⼈（び
と）」が続出したとの情報も出回る。
しかし 仮想通貨 の売買は、両替商の役割を担う⺠間の交換業者を介してインターネ
ット上で完結するため、⾦融機関など⾦の流れの把握に有効な従来の情報網を使うのは難
しい。
国税当局は、売却益への課税漏れを懸念。１７年夏以降、売買記録データの閲覧を交換
業者に依頼し、すでに⼀部で協⼒を得たという。データは東京と⼤阪の 国税局 に置かれ
たネット商取引の専⾨調査チームが主に分析し、資産状況などのデータベース化を進め
る。
１８年２〜３⽉の 確定申告 時に提出される１７年分所得を、これらのデータと照合。
申告所得が少ないなど不審な点があれば、その⼈物と会って事情を聴き、 追徴課税 や脱
税容疑での⽴件も検討する構えだ。
ただ、対応の遅さに不満を抱く投資家もいる。 仮想通貨 を売ったり、別の 仮想通貨
と交換したりして差益が２０万円を超えると原則、 確定申告 が必要になるが、計算⽅法
を 国税庁 が公表したのは１２⽉。申告を控え、取引記録の⾒直しや所得の再計算を迫ら
れるなど⼀部で混乱もみられる。
⼀⽅、 国税庁 側には、海外の交換業者を通じて複雑な売買を繰り返すなど「抜け⽳」
への対策も必要との声が上がる。１８年から⽇本を含む１００以上の国・地域の税務当局
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